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第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

TECHNICAL GUIDE BOOK

2022 JBCF CYCLE ROAD SERIES

大会実施概要
OUTLINE OF THE EVENT

Ver-20220811

◆開催日 2022年8月28日（日）
◆開催地 大分県日田市 椿ヶ鼻登山道路

(13.6km 最大標高差 626m、平均勾配5.2%, 登り7.5%, 下り5.2%）
◆主催 JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟）
◆共催 奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース実行委員会

日田市 日田市教育委員会
◆主管 大分県自転車競技連盟 日田市自転車競技連盟
◆後援 大分県自転車競技連盟
◆ツアー協賛 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社 / パナソニックサイクルテック株式会社

株式会社あさひ/一般社団法人 自転車協会 / 株式会社パールイズミ
弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
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1.スケジュール

・スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。

内 容 開始-終了予定時刻 場 所

8月27日（土）

ライセンスコントロール（土日全カテゴ
リー）
（選手・アテンダント共）

14:00 - 17:00 大山振興局(P6,MAP②参照)

マネージャーミーティング 16:30 - 17:00 〃 、ZOOM併用

8月28日（日）

開門 6:00 大山文化センター(旧大山公民館）

ライセンスコントロール
(選手、アテンダント共） 6:30  7:30

大会本部(P6. MAP②参照）
荷物預かり 6:00  8:00

開会式 8:00  8:15

移動開始 8:25～ 大会本部～中川原交差点

一般 1組目 8:35

中川原交差点(P8.MAP④参照）

一般 2組目 8:40

一般 3組目 8:45

F 8:55

M 8:55

Y1（U17） 8:55

E3 8:55

E2 8:55

E1 9:00

表彰式 フィニッシュ地点大会本部

下山開始 11:30  11:50
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2.競技内容

※本大会は個人及びチームの年間総合ランキング対象大会です。
※運営規程および上記のレース格付に基づきポイントを付与します。

3.競技規則

（1）ボディゼッケンは腰の位置に縦に2枚、背骨を挟んで左右に5cm離して装着すること。
（2）ジュニア、ユースの選手のギア比規制は、JCF競技規則に準じます。
（3）重量を調整する目的の付加物は認めません。

（1） レーススタート時間、表彰式開始時間は、変更の可能性があるので注意してください。
（2） 会場周辺の道路を走行される場合は道路交通法を厳守し、モラルを持ち、マナーを守って行動してください。
（3） スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。
（4） フレームプレートと計測タグを持ち帰ってしまった場合は早急にJBCF大会事務局（ltpy@dmm.net）

までメールしてください。
（5） 予測できない事故や天候の変化により競技運営が不可能とレースディレクターが判断した場合、

大会を中止または内容を変更することがあります。この場合参加料は返金いたしません。

4.その他参加にあたっての注意事項

【JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム JBCF事務局:070-8542-6274】
※緊急の際におかけください。大会会場でのみの使用となります。

開催日 クラスタ 距離 レースレイティング

8月28日
（日）

E1

13.6km

Ah

E2 Bh

E3 Ch

F Bh

M Bh

Y1 Bh

 『JCF競技規則集』  
http://jcf.or.jp/road/rule/
『JET/JFT/JYT/JMT 競技運営規定(2022)』（JBCFサイト内）
https://jbcfroad.jp/membership/guide/

日本自転車競技連盟の最新の「競技規則集」、「JBCFカテゴリー別運営規程」、「本大会特
別規則」により運営する。
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5.コミッセール
レースディレクター : 山崎 隆明 (大分県自転車競技連盟)
チーフコミッセール : 三好 聡 (山口県自転車競技連盟)
コミッセールパネル : 来 邦敏 姫野 雅道 (大分県自転車競技連盟)

6.会場（詳細一覧）
【開催地】 大分県日田市大山町西大山

大分県日田市 椿ヶ鼻登山道路 (13.6km 最大標高差 626m、平均勾配5.2%,
登り7.5%, 下り5.2%）

【大会本部】 受付テント（参照:P6. MAP②）

【ライセンスコントロール（選手・アテンダント共）】
8/27(土） 大山振興局（参照:P6. MAP②）14:00  17:00まで
8/28(日） 受付テント（参照:P6. MAP②） 6:30  7:30まで

【マネージャーミーティング】
8/27(土）大山振興局（参照:P6. MAP②）16:30 ー 17:00
＊1 各自の電波状況を良く確認すること。
＊2 マネージャーミーティング中、Zoom参加者から質問がある場合は、

Zoom機能の「チャット」で質問内容を入力すること。
＜マネージャーミーティングZoom URL>

URL⇒
https://us04web.zoom.us/j/77038415241?pwd=5eykls_R2R5P61F0ZWSRjcIdPrY-eA.1

ミーティングID: 770 3841 5241 

【選手・観戦者駐車場】
大会専用駐車場（参照:P6. MAP②）

【駐車場・トイレ設置箇所】
大山公民館周辺（参照:P6. MAP②）
前津江町地域活性化センター（参照:P10. MAP⑥）
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第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

MAP① コースマップ8/28（日）

大 山 ダ

ム

表

Ｆ

S

移 動 経
路

受

P1P2

P3

P4

S

医

P5

ﾏﾙｼｪ会場

受 受付会場 大山文化センター トイレ有
Ｐ１ 第１駐車場 大山小中学校グラウンド

（雨天時はP2から使用しＰ1は最後に使用）
150台 トイレ有

Ｐ２ 第２駐車場 大山総合福祉センター駐車場 50台 トイレ無
Ｐ３ 第３駐車場 大山振興局駐車場（旧大山小学校グラウン

ド）
120台 トイレ無

Ｐ４ 第４駐車場 老松河川広場 30台 トイレ無
Ｐ５ 第５駐車場 旧大山振興局跡（一部ﾏﾙｼｪで使用） 50台 トイレ無

Ｓ スタート地点 中川原交差点 トイレ有
Ｆ フィニッシュ地点

前津江町地域活性化センター トイレ有表 表彰式会場
医 救急車両・医療スタッフ

待機場所 前津江振興局（8㎞地点）
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第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

MAP② 駐車場案内
8/28（日）

移動経路

受付

P1P2

P4

スタート

旧大山振興局跡

・大会当日の駐車場は６:００から開場となりますので、係員の指示に従い駐車してください。

・駐車場につきましては、皆様にご利用いただける台数分をご用意いたしております。

なお、駐車場につきましては先着での優先駐車とさせていただきます。

・前日からの駐車場の場所取り、駐車場内でのキャンプ（宿泊）はできません。

・指定の駐車場以外への駐車はご遠慮ください。

・旧大山振興局跡の空き地には駐車しないようお願いいたします。

【駐車場・トイレ設置箇所】

P3

P5

◆救急車両・医療スタッフ協力:大分県済生会日田病院

受付 受付会場 大山文化センター トイレ有
Ｐ１ 第１駐車場 大山小中学校グラウンド 150台 トイレ有

Ｐ２ 第２駐車場 大山総合福祉センター駐車場 50台 トイレ無

Ｐ３ 第３駐車場 大山振興局駐車場（旧大山小学校グラウ
ンド） 120台 トイレ無

Ｐ４ 第４駐車場 老松河川広場 30台 トイレ無
Ｐ５ 第５駐車場 旧大山振興局跡 100台 トイレ無

大山振興局

大山文化センタ－
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第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

MAP③ 会場案内
8/28（日）

受付テント・
荷物預所

集合場所：
第１組から出走順にスタ
ート地点に向けて移動

メカニックサービス

（イワイスポーツサイク
ル）
※一部有料

開会式会場

出走サイン

大山文化センター
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第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

MAP④ スタート位置図
8/28（日）

スタートライン

中川原交差点

移動ルート

●スタート地点 大山町中川原交差点
マスドスタートにより着順を競います。

トイレがありませんので、整列前に済ませておいてください。 交差点のコンビニでのトイレ使用は
ご遠慮ください。

【スタート位置図】
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第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

MAP⑤-1 大山文化センター案内図
8/28（日）

【受付・開会式・周辺案内図】201和室 202研修室

役員駐車場

芝生広場
開会式会場

本部

大山文化センター
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【大山文化センター・大山公民館案内図】

第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

MAP⑤-2 大山文化センター案内図２
8/28（日）
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第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

MAP⑥ フィニッシュ地点会場
8/28（日）

【前津江町地域活性化センター図】

配膳会場

荷物受取所

テント

ラック

給水会場

駐車エリア

フィニッシュライン

計
測
タ
グ
回
収

トイレ

表彰台

大会本部



1212

Part1 General Aspects / 第1部 総務事項

A．第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム
一般社会の自転車競技に対する正しい知識と理解を深め、サイクルスポーツの進歩を促し青少年の心身の
錬磨と高揚を図るとともに、日頃の修練の成果を試し、明日への成⾧の基礎とするため本大会を行う。

B．各チームのための車両
チームカーの運用は行わない。

C．救急処置
最寄りの二次救急対応病院

五反田病院 日田市若宮町395-1 TEL: 0973-23-8386

※状況により別の病院に搬送される場合もあります。救急搬送時はチーム等の関係者が付添う事。
※レース会場では応急手当以外の処置は行わない。(救護所開設時間:８:00～競技終了)

D．試走に関して
当日コースの試走は行わない。

E．荷物預かりについて
●荷物預所 大山文化センター（日田市大山町西大山3598-1)
●受付時間 6:00 ～ 8:00
●荷物預かりでの諸注意

受付にて荷札と荷袋を受け取り、フィニッシュ地点に搬入したい荷物を荷袋に入れ、荷札を外から
見えるように入れて、荷物預所のスタッフに渡す事。
※ホイールに関しても同場所にて預かり・返却する。
荷物・ホイール預かり車は8:20出発。
荷物の紛失等についての補償は行わない。

Part2 Technical Aspects / 第2部 競技事項

ARTICLE 1. / 第1条 主催者
この第7回JBCF椿ヶ鼻ヒルクライムは、（公財）日本自転車競技連盟(JCF)及び、（一社）全日本
実業団自転車競技連盟(JBCF)の規則の下に、JBCFが主催し、大分県自転車競技連盟/山口県自転車競技連盟
が競技面を主管して開催される。
当大会は、2022年8月28日に行われる。

ARTICLE 2. / 第2条 参加について
この大会は、 JCF競技規則、及び JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022に従い、2022年JBCF加盟登録完了者
及び臨時登録者が、大会実施要項の申込方法の通りにエントリーした競技者が参加できる。また、JBCFが特別に認め
た競技者が参加できる。

ARTICLE 3. / 第3条 JBCFレースランキング
この大会は、「大会実施概要 2.競技内容」に記載のレイティングに従い、JBCF2022ロードレースポイント表を基に、
ポイントが付与される。（競技運営規程 JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022参照）
付与されたポイントは、JBCF年間ランキングに反映される。

第7回 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム
大会特別規則
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ARTICLE 4. / 第4条 大会本部、ライセンスコントロール、チーム・アテンダントライセンス
コントロール、マネージャーミーティングについて

大会本部は、P7.MAP③の「受付テント」とし、ライセンスコントロール、チーム・アテンダントライセンスコントロール、
マネージャーミーティングの場所と時間については、 「大会実施概要 １.スケジュール」およびP4.「会場一覧」に
記載の通りとする。

ARTICLE 5. / 第5条 各種情報とコミュニケ
競技結果と、各種情報は、大会本部近くのインフォメーションボード、JBCFのホームページに掲載する。

ARTICLE 6. / 第6条 ラジオツアー
ラジオツアーは、実施しない。

ARTICLE 7. / 第7条 招集・出発

（1）検車:競技者は、各自のスタート15分前までに、P9 MAP⑤記載の「検車・メカニック」にて、検車を受けること。
また、ギア比規制があるカテゴリーに所属する選手は、各レースの表彰対象の着順（１～６位）を受けた際は、
フィニッシュ後に必ずギア比チェックを実施する。コミッセール等の指示に従い行動すること。

（2）招集:競技者は、スタート時刻の10分前までに出走サインを終え、 P7 MAP③所定の招集エリアに集合すること。
（3）出発:スタート時刻10分前から各カテゴリーのリーダーは、通告に従い招集ラインからスタートラインに移動する。
 

スタート時間に遅れた場合は、スタートエリアに到着後直ちにスタートをする。
その際、既定の時間でスタートする選手と交錯する恐れの場合は既定の選手を優先とする。

ARTICLE 8. / 第8条 ニューラルサポートについて
主催者によるニュートラルサポートは行わない。

ARTICLE 9. / 第9条 飲食料の補給について
飲食料の補給は認めない。

ARTICLE 10. / 第10条 機材の補給について
コース途上での機材の交換は認めない。

ARTICLE 11. / 第11条 タイムアウトについて
次の通り関門を設置し、その時刻までに通過できなかった選手はタイムアウトとする。

ARTICLE 12. / 第12条 スタート方式について
全カテゴリともにマスドスタート方式を行う。 スタート時刻はスタートリストに記載する。

ARTICLE 13. / 第13条 棄権、失格について
失格、または棄権した競技者は、主催者による特別な許可のある場合を除き、 競技を続けることも、非公式に追走
することもできない。

チェックポイント スタートからの距離 制限時間

全カテゴリ共通 関門ポイント 8.0km地点 10:00

フィニッシュ前 打切り関門 13.0km地点 11:00
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ARTICLE 14. / 第14条 ペナルティ
ペナルティは、JCF競技規則、及び JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022による。

ARTICLE 15. / 第15条 表彰
この大会においては、最終順位について下記の通り、表彰される。
(1) E1、E2、E3、M、Y1 1位～6位 賞状、副賞 （ JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022 ）
(2) F 1位～3位 賞状、副賞 （ JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022 ）
※出走人数が５名以下の場合は、１位のみの表彰とする。
※入賞対象者は必ず表彰式に出席し、副賞または賞状と副賞を受け取ること。
・以上に加え、 JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022に基づき、各ツアーリーダーが表彰される。

表彰式開始予定: 11:00 (一般の部から順次実施）

ARTICLE 16. / 第16条 公式式典
参加者は全員、主催者によって企画された種々の公式セレモニーに正しい服装で出席することを義務付ける。
各ツアーの首位の競技者には、それを示すリーダージャージを着用することを義務付ける。
公式式典は、各カテゴリーの競技終了後の表彰式である。

ARTICLE 17. / 第17条 アンチドーピング検査
日本アンチ・ドーピング規定及び日本自転車競技連盟アンチ・ドーピング規定に準ずる。

ARTICLE 18. / 第18条 大会当日の検温について
来場する選手・チームスタッフ及び大会関係者は、サーモカメラ等にて自身の体温を確認すること。
当日の体温が37.5℃を超える場合は、レースへの参加及び入場することができない。
感染症対策の観点より予め承諾のこと。

ARTICLE 19. / 第19条 ジュニア・ユースギヤ比規制について
JCF競技規則第28条により、本レースへの参加はジュニアカテゴリー及びユースカテゴリーの選手については下記の通り
ギヤ比の制限を行う。
ジュニア:7.93m、U17:7.01m

ARTICLE 20. / 第20条 レース中断・キャンセルについて
・コロナウイルスの影響
日本政府または自治体指示、主催者関連団体における指示、または指針が公表された場合は、内容を鑑
みた上で主催者判断により、大会またはレースを中止する場合がある。

・急激な天候（雷雨等）の変化による中断、中止等判断
参加者の安全を考慮し、雷雨等の急激な天候の変化が予想される段階で、中断・レース距離の変更を
検討する。

・再スタート、キャンセル、レース成立の判断
レースディレクター及びコミッセールの判断・指示に従うこと。
なお、レースがキャンセルされた場合は、完走ポイントのみ付与する


